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 経済産業省関係の令和２年度当初予算は、全体合計約1.3兆円。
 これに加えて、臨時・特別の措置として、①消費税率引上げに伴う対策と

して2,753億円、②防災・減災、国⼟強靱化対策として340億円を計上。

令和２年度当初予算額 令和元年度当初予算額

一般会計(エネ特繰入除く) 3,589 3,550

中小企業対策費 1,111 1,117

科学技術振興費 1,133 1,079

その他 1,345 1,354

エネルギー対策特別会計 7,481 7,230

エネルギー需給勘定 5,754 5,469

電源開発促進勘定 1,675 1,705

原子力損害賠償支援勘定 52 56

特許特別会計 1,649 1,641

経済産業省合計 12,719 12,421

※四捨五⼊の関係上、合計が⼀致しない場合がある。
※その他、復興庁計上分は 273 億円(令和元年度 416 億円)。

【令和２年度予算額】(臨時・特別の措置を除く)
(億円)

【令和２年度予算における臨時・特別の措置】

消費税率引上げに伴う対策 2,753億円
防災・減災、国⼟強靱化対策 340億円
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主要事業⼀覧

Ⅰ．最重要課題︓福島の復興・再⽣【1,009億(1,078億)】
 なりわいの再建や、福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積。

地域復興実⽤化開発等促進事業
/ 福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備事業【67億(66億)】

①ロボット等の福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、福島県浜通
り地域における実⽤化開発への⽀援や、②本構想の主要拠点である福島ロボットテス
トフィールドの運営のほか、企業誘致の促進や地元企業と進出企業とのビジネスマッ
チングの実施等により構想の具体化を進めていくための事業を⽀援。

凡例︓ 括弧内は令和元年度当初予算額。

原⼦⼒災害による被災事業者の⾃⽴等⽀援事業【16億(60億)】

原⼦⼒災害被災12市町村の被災事業者に対する事業・なりわいの再建⽀援や、12市町
村における創業等の取組を⽀援。
※令和元年度予算で基⾦積増(44億円)を⾏い、必要額を措置したところ。そのため、

令和２年度では、当該基⾦積増を⾏わずに、その他必要額を計上。

＜②福島ロボットテストフィールドの活⽤事例＞＜①実⽤化開発⽀援事例＞

※福島ロボットテストフィールドＨＰより引⽤

先端技術を活⽤した健康モニタリングサービスの開発

※地域復興実⽤化開発等促進事業の事例集より引⽤

固定翼無⼈航空機の公開実証

原⼦⼒損害賠償・廃炉等⽀援機構交付⾦【470億(470億)】

「原⼦⼒災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12⽉20⽇閣議決定)
を踏まえ、中間貯蔵施設費⽤相当分について、事業期間(30年以内)終了後5年以内にわ
たり、原⼦⼒損害賠償・廃炉等⽀援機構に対し、原⼦⼒損害賠償・廃炉等⽀援機構法
第68条に基づき、交付⾦を交付する。
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Ⅱ．デジタル経済の進展への対応

 異なるシステムが連携する際の共通技術仕様(アーキテクチャ)設計を官⺠⼀体で実施
する体制を整備。

 戦略的なシステム間連携や最先端AI技術の活⽤によるビジネスモデル構築等を⽀援。
 Connected Industriesを⽀える⼈⼯知能・ロボット・センシング等の基盤技術の開

発・実証を推進。

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構(IPA)運営費交付⾦【59億(46億)の内数】

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構(IPA)に、官⺠の専⾨家を結集して、アーキテクチャの
設計や、専⾨家のプール・育成を⾏う機能を追加。産業アーキテクチャ・デザインセ
ンター(仮称)を設置。

Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業
【22億(30億)】

Connected Industries重点5分野(「⾃動⾛⾏・モビリティ」「ものづくり・ロボティク
ス」「素材・バイオ」「プラント・インフラ保安」「スマートライフ」)において、①事業
者間のデータ共有プラットフォームの本格構築を⽀援すると同時に、②そのデータ等を⽤
いた国際競争⼒のあるAIシステムの開発を⽀援。

１．Connected Industriesの実現
【348億(321億)＋IPA交付⾦59億(46億)】

【取組事例】
 AIによるバイオ⽣産システムを実現するため、バイオ系主要企業４社が微⽣物

及び培養データを共有
 より精度の⾼いプラントの腐⾷予測を⾏うために、プラントの運転・点検記録等の

設備データを業界全体で共有

【取組事例】
 防犯・家畜・モニタリング (インフラ監視) 等の業界横断型の異⾳検知AIの開発
 液体や粉末の秤量など、複雑な動作を可能とするロボット⽤AIの開発
 異業種間での共同配送のため、物流⽤パレットのデータを⽤いた最適なマッチン

グを実現するAIの開発
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IoT社会実現のための⾰新的センシング技術開発事業【8億(3億)】
⽇本が強みを有する世界最先端の材料技術やナノテク、バイオ技術を活かし、既存技
術では検出困難な超微⼩信号の計測やセンサの超⼩型化等を実現し、⾰新的センサデ
バイスを開発。併せて、超微⼩量計測を担保する信頼性評価技術や、ノイズ計測等に
よる信頼性向上技術を開発。

次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発
/次世代⼈⼯知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発

【67億(65億)】
様々な社会課題を解決するキーテクノロジーである⼈⼯知能(AI)技術を実世界のすみず
みまで実装させていくために必要となる次世代AI基盤技術開発に取り組む。また、AI
技術の実装加速化に向けた研究開発・実証や、ものづくり現場に蓄積されてきた「匠
の技・暗黙知(経験や勘)」の伝承・効率的活⽤を⽀えるAI技術を開発する。

地表・クルマ・⼈の流れのモニタリング
による災害予兆の検出、避難の効率化

ウイルスのリアルタイム
モニタリングによる

流⾏病の拡散防⽌

簡易な疾患予兆
検知による

健康寿命の延伸
超⼩型電流モニタリングセンサ
によるバッテリー利⽤率の拡⼤

健康分野
モビリティ分野

インフラ分野
(社会実装イメージ例)

将来のIoT社会における⾰新的センシング技術の貢献

※MaaS:Mobility as a Service

<MaaS・⾼度な⾃動⾛⾏の実証のイメージ(例)>

地域の移動サービス地域の移動サービス

ＭａａＳ
×

⾃動⾛⾏

⾃動⾛⾏バス・タクシー等を活⽤した新たな
移動サービスをスマートフォンアプリと連携

電⼦連結により、2台⽬以
降の⾞両は無⼈として隊列
を組み⾛⾏

⾼速道路⾼速道路有⼈

無⼈

無⼈
トラック
隊列走行

⾼度な⾃動⾛⾏・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業
【50億(42億)】

政府⽬標に掲げる2020年の無⼈⾃動運転による移動ｻｰﾋﾞｽの実現等に向け、実証実験等
を通じて社会実装に必要な技術開発や事業環境等の整備を着実に進める。また、2025
年頃の無⼈⾃動⾛⾏ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ等を活⽤した新たな移動ｻｰﾋﾞｽ(MaaS)の事業化を⽬指し、
⾃動⾛⾏⾞や電動商⽤⾞等を活⽤した新しいﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽの地域実証を実施する。
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 法⼈⾏政⼿続や⺠間業務のデジタル化を推進するとともに、データ利活⽤のプラット
フォームを構築。

 中⼩企業を含めたグローバルサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ確保を
推進。

 EBPM(証拠に基づく政策⽴案)やナッジ(⾏動変容⼿法)等の⾏政効果・効率を⾼める⼿
法を推進。

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構(IPA)運営費交付⾦
【59億(46億)の内数】(再掲)

IoT、AIをはじめ、最先端の技術動向の調査・分析、新しい技術の指針やDX推進ガイ
ドライン等を整備し、国⺠・企業の役に⽴つ形で情報を発信。また、国内外のＤＸの
取組を調査・分析しベンチマークの策定等を⾏い、システムの共通化を推進する業界
等を⽀援する機能・体制を整備。

２．官⺠デジタルトランスフォーメーション
【90億(77億) ＋IPA交付⾦59億(46億)の内数】

中⼩企業サイバーセキュリティ対策促進事業【4億(新規)】
中⼩企業のセキュリティ対策⽀援体制のモデル構築に向け、地域特性、産業特性等を
踏まえながら、損害保険会社、ITベンダー、地元の団体等が連携して、各地で実証
(『サイバーセキュリティお助け隊』)を実施。

経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業【30億(33億)】
※うち、7億は内閣官房計上。

事業者向け⾏政⼿続についてユーザ視点でデジタルサービスを開発することで、官⺠
双⽅の業務負担を軽減、データ利活⽤環境を整備し、デジタル・ガバメントへの変⾰
を推進。 １つのID、パスワードで様々な⾏政⼿続の認証を可能とする「GビズID」や、
ワンストップ・ワンスオンリーで他省庁、⾃治体も利⽤可能とする補助⾦申請システ
ム「Jグランツ」等、既に開発しているものにとどまらず、継続してデジタル化を実施。

サイバー・フィジカル・セキュリティ対策促進事業【5億(4億)】
各産業の産業構造や海外動向を⼗分に考慮した、産業分野別のサイバー・フィジカ
ル・セキュリティ対策に関するガイドライン等の策定やセキュリティ対策の確認の仕
組みの構築を推進。また、データやソフトウェアなどの分野横断的なテーマに関する
セキュリティ対策について、具体的な対策⼿法やルールの明確化を推進。
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Ⅲ．⾃由で公平な通商・貿易、国際的な気候変動対策

 相互補完的な経済協⼒関係の深化を推進。また、スマートシティなど我が国の質の⾼
いインフラの海外展開を促進。

 安全保障と⼀体となった経済の強靱化を進めるため、重要技術に関する情報収集や管
理体制等を強化。

 ⾰新的なクリーンエネルギー技術の国際的な共同研究開発を進めるなど、イノベー
ションを通じた気候変動対策等を推進。

質の⾼いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
/質の⾼いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業

【17億(16億)】

相⼿国のインフラ計画の構想段階から関与するため、①個別のインフラ案件の組成に
つながる特定開発地域のインフラ整備計画(マスタープランなど)の策定等調査、②個
別のインフラ案件の事業実施可能性調査(F/S)への⽀援を実施。

１. ⾃由で公平な通商・貿易、国際的な気候変動対策
【440億程度(429億)＋JETRO交付⾦254億 (250億)の内数】

政策⼿法開発・調査事業【1億(新規)】

⾏政の政策⼿法にイノベーションを起こして施策の効果を⾼めるため、予算事業など
の具体的な施策において、①「EBPM(Evidence Based Policy Making：証拠に基づく
政策⽴案)」を通じた効果検証、②⾏動経済学の知⾒を活⽤した「ナッジ」の⼿法の検
証等を実施。

独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構運営費交付⾦【254億(250億)の内数】

⽇本貿易振興機構(JETRO)が、諸外国や地域との貿易の拡⼤及び経済協⼒の促進に寄
与するため、インド・アフリカ・ロシア等難易度が⾼いフロンティア市場開拓の⽀援
等を実施。

電⼒､⽔､情報通信、交通インフラを
⼀体的に整備するスマートシティ

開発計画の策定

沿岸地域の⽔を確保するための
海⽔淡⽔化施設の建設・事業運営

に向けた事業実施可能性調査

電⼒需要の増加に対応するための
送配電施設や⾼効率な発電所の

建設・事業運営の事業実施可能性調査

＜事例＞
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重要技術管理体制強化事業【16億(11億)】
重要技術の適切な管理を実現するため、国内外の重要技術の動向調査、中⼩企業・⼤
学等の各種制度に基づく包括的な技術管理体制構築のための⽀援・制度普及、リバー
ス・エンジニアリングの対策、外為法をはじめとする各種法執⾏等に必要な調査等を
実施。

Ⅳ．新たな成⻑モデルの創出を⽀える基盤の整備

 STEAM(※1)学習コンテンツの開発やEdTech(※2)推進を通じ、新しい学びの環境づ
くりを推進。

 企業へのAI／IT導⼊を進められる⼈材を育成。

学びと社会の連携促進事業【13億(11億)】
分野横断的に探究を進めるSTEAM学習プログラム・EdTechサービス等の開発を⺠間
教育・学校・産業界等の参画によって進め、国際競争⼒ある教育サービスを創出。具
体的には、①課題設定・解決⼒・創造性を育むSTEAM学習のプログラム供給プラット
フォーム構築とコンテンツ開発、②教育現場で個別最適化された学習を可能にする
EdTechの開発、③社会課題を題材とした課題解決型リカレント教育等、⼀⽣を通じた
新しい形の学びの環境づくりを推進。

１. ⼤改⾰を実現する⼈づくり
(1)第四次産業⾰命を進める⼈材育成【19億 (11億)】

※1 STEAM教育: 科学(Science)、技術(Technology)、⼯学(Engineering)、リベラルアーツ・教養(Arts)、数学(Mathematics)を活⽤した⽂理
融合の課題解決型教育。

※2 EdTech: Education(教育)×Technology(科学技術)を掛け合わせた造語。AI、IoT、VR等のテクノロジーを活⽤した⾰新的な能⼒開発技法。

クリーンエネルギー分野における⾰新的技術の国際共同研究開発事業
【9億(新規)】

G20合意等を踏まえ、我が国研究機関等が、⽔素やCCUSなどの分野において先進的な
技術・研究資源を有する世界の主要国(G20)を中⼼とした研究機関等との間で連携・協
⼒関係を構築・強化し、我が国が主導する形で2030年以降の実⽤化につながる⾰新的
なクリーンエネルギー技術の国際的な共同研究開発を実施する。

EdTechの活⽤により、⼀⼈⼀⼈の進捗は可視化されきめ細やかなケアが可能に
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AI⼈材連携による中⼩企業課題解決促進事業【6億(新規)】

①解決すべき課題を媒介に中⼩企業等がAI⼈材とマッチングし協働で課題を解決して
いくとともに、②成功事例の展開により、企業とAI⼈材の連携を進め、中⼩企業のAI
導⼊を促進。

(2)明るい社会保障改⾰の実現 【24億(19億)】

 事業化⽀援やヘルスケアデータの標準化等を進め、優れた⺠間予防・健康サービスの
創出を促進。

ヘルスケアサービス社会実装事業【5億(新規)】

企業・個⼈による健康経営・健康投資を促すため、表彰を通じた優良事例の展開、健
康経営と企業業績の関係性の調 査・分析などに取り組む。また、地域における持続可
能なビジネスモデルや、ヘルスケアサービスを利⽤者に届ける「仲介者」やサービス
が利⽤者に適切に選択されるような流通構造の構築に取り組む。

認知症対策官⺠イノベーション実証基盤整備事業【7億(5億)】

認知症の早期発⾒・進⾏抑制・共⽣等の領域における質の⾼いサービス・製品等の社
会実装に向けて、医療介護関係者に加え、企業・⾃治体・介護事業者等が連携した実
証事業を⾏い、評価指標・⼿法の確⽴を⽬指す。具体的には、研究機関と連携し、認
知症予防として、運動、栄養指導、認知トレーニング等を通じて、実証効果の分析等
を⾏う。
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【中⼩企業によるAI活⽤（例）】

画像認識AI

不良品について高い精
度で判別。 （10件中10
件正答）

実際の運用をシミュレー
ションしたところ、検査
時間を80%短縮可能との
結果がでた。

製品の不良品部分の
画像を100枚程度用意。

画像データを学習させ
てAIモデルを作成。

データ収集

⽣産性の⼤幅な向上



グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業【13億(8億)】

新たな価値を⽣むプレーヤー等を創出するエコシステムを構築するため、J-Startup企
業等のスタートアップに対し、国内外展開や量産・事業化等を⽀援。 また、JETRO等
の関係機関と協⼒した海外進出⽀援や、政府調達における優遇等を実施するとともに、
海外のベンチャーキャピタルやアクセラレーターのノウハウを取り⼊れる等、我が国
における⾃律的なエコシステムの構築を後押しする。

研究開発型スタートアップ⽀援事業【28億(17億)】

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じ、成⻑性を秘めた研究開発型ス
タートアップに対して、⽀援⼈材、ベンチャーキャピタル、研究機関、事業会社等の
協⼒を得ることを条件に、実⽤化開発等に係る費⽤等を⽀援。

 ⼤学の技術シーズや有望な若⼿研究者を発掘・育成。
 J-Startup企業を中⼼としたスタートアップへの⽀援(国内外展開、量産・事業化等)や、

研究開発型スタートアップの技術開発・事業化をハンズオンで⽀援。

２. イノベーションを⽣み出す環境整備
(1)研究者等の育成・魅⼒向上【58億 (25億)】

官⺠による若⼿研究者発掘⽀援事業【15億(新規)】

破壊的イノベーションにつながるシーズ創出をより⼀層促すべく、官⺠が協調して有
望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若⼿研究者を⽀援。また、実施に際しては、
有望な若⼿研究者に伴⾛⽀援を⾏うとともに、官⺠協調による共同研究費等の資⾦拠
出と、企業・⼤学双⽅での成果の共有を図る。

10※起業⽀援事業は、令和元年度補正予算に計上し、実施する予定。



AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
/⾼効率・⾼速処理を可能とするAIﾁｯﾌ゚ ・次世代ｺﾝﾋ゚ ｭー ﾃｨﾝｸ゙ の技術開発事業

【115億(102億)】

ネットワークのエッジ側で動作する超低消費電⼒の⾰新的AIチップに係るコンピュー
ティング技術や、新原理により⾼速化と低消費電⼒化を両⽴する次世代コンピュー
ティング(量⼦コンピュータ、脳型コンピュータ等)等の技術開発を実施。また、AIチッ
プ開発に必要な開発環境等を提供し、⺠間企業等のAIチップ開発を加速。

 ⾃動⾛⾏・MaaSに関する研究開発や社会実装を推進。
 ⾼齢者の移動⼿段多様化への対応(超⼩型EVの導⼊⽀援)。
 5Gにおいても重要な半導体産業等の産業基盤を強化するため、AIチップ開発等を促進。
 Society5.0を⽀える⾰新的な基盤技術群に関する研究開発を推進。

(2)Society5.0実現の研究開発・社会実装【799億(647億)】

⾼度な⾃動⾛⾏・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業
【50億(42億)】(再掲)

政府⽬標に掲げる2020年の無⼈⾃動運転による移動ｻｰﾋﾞｽの実現等に向け、実証実験等
を通じて社会実装に必要な技術開発や事業環境等の整備を着実に進める。また、2025
年頃の無⼈⾃動⾛⾏ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ等を活⽤した新たな移動ｻｰﾋﾞｽ(MaaS)の事業化を⽬指し、
⾃動⾛⾏⾞や電動商⽤⾞等を活⽤した新しいﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽの地域実証を実施する。

クリーンエネルギー⾃動⾞導⼊事業費補助⾦【130億(66億)】

省エネやCO2排出削減に貢献するだけでなく、災害時の電源としても活⽤することが
できる電気⾃動⾞や燃料電池⾃動⾞等のクリーンエネルギー⾃動⾞の導⼊を⽀援する。
安全で便利な地域の移動⼿段として、⼩型電動モビリティの普及を促進する。

＜燃料電池⾃動⾞＞ ＜電気⾃動⾞＞ ＜プラグインハイブリッド⾃動⾞＞
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次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業【59億(56億)】

「個別化医療」を推進する技術開発として、①奏効率の低い抗がん剤等に対する患者
層別化マーカー探索技術の開発、②抗体医薬品を含むバイオ医薬品の⾼度創薬・製造
技術の開発、③次世代医薬品シーズとして注⽬される中分⼦の⽣合成技術や動態特性
に着⽬した創薬基盤技術の開発を進める。

再⽣医療・遺伝⼦治療の産業化に向けた基盤技術開発事業【38億(36億)】

再⽣医療技術を応⽤した医薬品の安全性等を評価する技術の開発、再⽣医療等製品の
商⽤⽣産に向けた製造・評価技術の開発及びその運⽤のための研究開発、有効性・安
全性・再現性の⾼い再⽣医療等製品の効率的な開発に必要な技術基盤の確⽴、⾼品質
な遺伝⼦治療薬を製造するために必要な⾼度製造技術開発等を進める。

医薬候補品

肝臓
安全性等
を評価

⼩腸

プラスミド

⽣産細胞への
遺伝⼦組換え

導⼊
培養・
発現 精製 品質

評価
原薬

製造プロセスの⾼度化

各種臓器に分化させた細胞を⽤いたチップ 遺伝⼦治療⽤製品製造プロセス

IoT社会実現のための⾰新的センシング技術開発事業【8億(3億)】(再掲)

⽇本が強みを有する世界最先端の材料技術やナノテク、バイオ技術を活かし、既存技
術では検出困難な超微⼩信号の計測やセンサの超⼩型化等を実現し、⾰新的センサデ
バイスを開発。併せて、超微⼩量計測を担保する信頼性評価技術や、ノイズ計測等に
よる信頼性向上技術を開発。

次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発
/次世代⼈⼯知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発

【67億(65億)】(再掲)

様々な社会課題を解決するキーテクノロジーである⼈⼯知能(AI)技術を実世界のすみず
みまで実装させていくために必要となる次世代AI基盤技術開発に取り組む。また、AI
技術の実装加速化に向けた研究開発・実証や、ものづくり現場に蓄積されてきた「匠
の技・暗黙知(経験や勘)」の伝承・効率的活⽤を⽀えるAI技術を開発する。
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 事業承継時に経営者保証の⼆重徴求を原則禁⽌する。さらに、経営者保証を不要とす
る信⽤保証制度を創設し、保証料を最⼤ゼロまで軽減。また、事業引継ぎの促進・円
滑化を図るために、課題の解決に向けた適切な助⾔、情報提供及びマッチング⽀援等
をワンストップで⾏う。

 「ものづくり・商業・サービス補助⾦」「⾃治体型持続化補助⾦」「IT導⼊補助⾦」
による中⼩企業の⽣産性向上。

 新輸出⼤国コンソーシアムを中⼼とした中堅・中⼩企業の海外展開を⽀援し、グロー
カル(※)な取組を促進。加えて、海外の主要ECサイトでの販売を拡⼤するとともに、
クラウドファンディングなどの⺠間の新たな販路の活⽤も推進。

 下請Gメンによる下請事業者へのヒアリング結果や産業分析等を通じて、中⼩企業の更
なる取引条件の改善を推進。

 よろず⽀援拠点や商⼯会等による働き⽅改⾰を含む経営相談の実施や、専⾨家派遣に
よる知財戦略構築を⽀援。

中⼩企業信⽤補完制度関連補助・出資事業【73億(59億)】

事業承継時に⼀定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信⽤保証制度を来年
４⽉に創設。本制度における保証料を最⼤ゼロまで軽減するため、全国信⽤保証協会
連合会への補助を実施し、⼀層の事業承継を促す。

３. ⼈⼝減少時代の地域・中⼩企業政策
(1)個社の成⻑の徹底⽀援

【331億(325億)＋JETRO交付⾦254億 (250億)の内数】

中⼩企業再⽣⽀援・事業引継ぎ⽀援事業【75億(70億)】

後継者不在の中⼩企業・⼩規模事業者の事業引継ぎの促進・円滑化を図るために、課
題の解決に向けた適切な助⾔、情報提供及びマッチング⽀援等をワンストップで実施。
また、令和元年度中を⽬途に全国拡⼤する「後継者⼈材バンク」を活⽤し、後継者不
在事業者と創業希望者とのマッチング⽀援を強化。

※グローカル: 世界市場(グローバル)に地⽅企業(ローカル)が直接製品等を提供し、その成⻑の取り込みを図るもの。

事業引継ぎ
⽀援センター
(後継者⼈材バンク)

マッチング

事業引継ぎ実現

後継者不在
中⼩企業等

譲受希望
企業等

相談 相談

【事業引継ぎ⽀援センターのスキーム】【経営者保証を不要とする信⽤保証制度のスキーム】
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ものづくり・商業・サービス⾼度連携促進事業【10億(50億)】
複数の中⼩企業等が、事業者間でデータを共有・活⽤することで⽣産性向上を図る⾼
度なプロジェクトや、地域経済牽引事業計画の承認を受けて連携して新たな事業を⾏
い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクトを⽀援。また、幹事企業・団体等
が主導し、中⼩企業等を束ねて⾯的に⽣産性向上を推進する取組を⽀援。

地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援推進事業【12億(10億)】
⼩規模事業者の販路開拓や⽣産性向上の取組等を都道府県が⽀援する際、国がその実
⾏に係る都道府県経費の⼀部を⽀援。

共創型サービスIT連携⽀援事業【5億(新規)】
既存の複数のITツールを連携・組合せたシステムを中⼩サービス業等が導⼊する際に
かかる費⽤を⽀援。また、その際、ITベンダーと中⼩サービス業等が共同でITツール
の機能改善を進め、当該ツールの汎⽤化による業種内・他地域への普及を⽬指す取組
を⽀援。

独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構運営費交付⾦【254億(250億)の内数】(再掲)
「新輸出⼤国コンソーシアム」の枠組みを活⽤し、海外展開計画の策定から商談成⽴
まで、海外展開を図る中堅・中⼩企業を⽀援。また、海外の主要ＥＣサイトに「ジャ
パンモール」を設置しPR等を⾏い、海外ＥＣサイトによる⽇本商品の販売を⽀援。

中堅・中⼩企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業費【3億(新規)】
⺠間事業者間の連携による新たな輸出ビジネスモデルを創出対応するために、①⺠間
事業者による有望な輸出⽀援の取組への実証的な⽀援、②輸出に係る多様なビジネス
モデルの調査、輸出戦略の形成・横展開を実施。

【新輸出⼤国コンソーシアム体制図】 【ジャパンモールの例(シンガポール)】
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中⼩企業取引対策事業【10億(10億)】

下請中⼩企業の更なる取引条件の改善を推進するため、親事業者・下請事業者に対し、
下請法・下請ガイドライン等の講習会を実施するほか、下請事業者が抱える取引上の
悩みの相談窓⼝である「下請かけこみ寺」を全都道府県に設置する。また、取引条件
の改善状況、業界の商慣⾏、下請Gメンヒアリング結果やサプライチェーンの構造分析
等を通じたきめ細やかな実態把握等を実施。

中⼩企業・⼩規模事業者ワンストップ総合⽀援事業【42億(48億)】

中⼩企業・⼩規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するワンストップ相談窓⼝と
して、各都道府県に「よろず⽀援拠点」を設置し、専⾨家による相談対応等を実施。
また、「グローバル・ネットワーク協議会」による地域未来牽引企業等への⽀援や、
経営者保証に関するガイドラインの周知・普及を実施。

戦略的知財活⽤型中⼩企業海外展開⽀援事業【1億(1億)】

独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構を通じて、経営、知財、海外ビジネスに精通した
専⾨家がチームを組成し、戦略策定、課題解決⽀援に係るコンサルティングを3年間実
施。

ベンチャー知財⽀援基盤整備事業【2億(1億)】

創業期ベンチャーを対象として、ベンチャー企業⽀援の経験を有する複数の専⾨家か
らなる知財メンタリングチームを結成し、適切な知財戦略の構築とこれに基づく権利
取得等を⽀援。

中⼩企業・⼩規模事業者 相談対応

課題解決
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地域未来投資促進事業費【143億(159億)】
地域における継続的なイノベーション創出に向けた総合的な⽀援体制を強化するとと
もに、地域企業による新事業のためのノウハウ獲得、事業体制の整備、事業化戦略の
策定、さらには、中⼩企業による、ものづくりの基盤技術に関する研究開発や⾰新的
なサービスモデル開発等を⽀援。

国際博覧会事業【34億(22億)】
「2020年ドバイ国際博覧会」(アラブ⾸⻑国連邦)に⽇本館を出展し、⽇本の優れた技
術や⽂化を世界に発信。また、2023年ブエノスアイレス博への出展検討、2025年に開
催する⼤阪・関⻄万博の準備を進める。

(2)地域の稼ぐ⼒強化【202億 (192億)】
地域・企業共⽣型ビジネス導⼊・創業促進事業【5億(新規)】

中⼩企業等が、複数の地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視
点も取り⼊れながら⼀体的に解決しようとする取組を⽀援。また、起業家教育の導⼊
を推進し、起業への関⼼や起業家に必要とされるマインドの向上を図ることにより、
将来の創業者の育成を実施。

JAPANブランド育成⽀援等事業【10億(新規)】
中⼩企業等が、海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に向けて新商品・サー
ビス開発やブランディング等を⾏う取組みを⽀援。その際、 ECやクラウドファンディ
ング、地域商社による輸出⽀援など、販路開拓の⼿法が多様化しつつあることを踏ま
え、新たな販路開拓のノウハウを持つ⽀援事業者と連携した取組を重点的に⽀援。

【ドバイ万博⽇本館完成予想図】 【⼤阪・関⻄万博会場イメージ図】

中⼩企業等
(⼤企業との連携含む)

A市

D市

E村
 中⼩企業等が⾏う課題解決プロジェクト

(実証事業)へ⽀援。

B市

C町

複数地域に共通する地域・社
会課題の⼀体的に解決に向
けて、ソリューションを提供。

(複数地域※に共通する課題例)
 地域にとって必要不可⽋な○○サービスの維持が難しくなってきている。
 地元の地域資源の価値に気づかず、有効活⽤や域外への発信が出来ていない。

 将来的に、政府による⽀援がなく
ても⾃⽴的に展開することを⽬
指す。

 地域課題の解決と中⼩企業等
の収益性の両⽴を⽬指す(地域
と企業の持続的共⽣)。

※複数地域は、隣接地域でも点在地域でも可。
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Ⅴ．⽇本経済の⼟台となるエネルギー安全保障の強化

 燃料電池⾃動⾞や⽔素ステーションの⽀援拡⼤、関連規制の⾒直し、次世代燃料電池
の低コスト化・⾼効率化等の技術開発・実証。

 ⽕⼒発電の更なる⾼効率化、⽕⼒発電所等から回収したCO2のバイオ燃料化や化学品
製造等のカーボンリサイクル技術の開発加速。

 再エネ主⼒電源化に向けた超軽量太陽電池や蓄電池等の⾰新技術開発、洋上⾵⼒・地
熱の事業化⽀援、電動⾞を需給調整に本格活⽤するための実証や、災害に強く柔軟な
真の地産地消にも資する分散型エネルギーシステムの構築⽀援。

⽔素社会実現に向けた⾰新的燃料電池技術等の活⽤のための研究開発事業
【53億(新規)】

燃料電池⾃動⾞や定置⽤燃料電池の低コスト化、⾼効率化、耐久性向上のため、従来
の⾼コストな触媒(⽩⾦を使⽤)に代わる⾮貴⾦属材料で⾼効率・耐久性向上を実現す
る触媒等の開発、加えて発電効率65%超を実現可能な燃料電池の開発を実施。また、
燃料電池や移動体⽤⽔素タンク等の多様な⽤途での活⽤に向け、製造プロセス等の技
術開発や技術実証を実施。

(1)エネルギー転換/脱炭素化【3,054億 (2,887億)】

燃料電池⾃動⾞の普及促進に向けた⽔素ステーション整備事業費補助⾦
【120億(100億)】

2020年度に160箇所程度、2025年度に320箇所程度の⽔素ステーションの整備⽬標の達
成に向け、⺠間事業者等による⽔素ステーションの整備・運営に対し補助を⾏う。従
来⽀援を⾏ってきた四⼤都市圏から⽀援エリアを拡⼤し整備を加速する。

＜FCバス対応⽔素ステーション＞ ＜コンビニ併設型⽔素ステーション＞ ＜ＳＳ併設型⽔素ステーション＞
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太陽光発電の導⼊可能量拡⼤等に向けた技術開発事業【30億(新規)】

太陽光発電システムの設置に適した適地が減少する中、更なる発電効率の向上、軽量
化等を可能とする⾰新的な太陽光発電システムの技術開発を⾏い、ビル壁⾯や重量制
約のある⼯場の屋根、⾃動⾞やドローン等の移動体への設置を可能とする。また、太
陽光発電の⻑期安定電源化を促進するため、発電設備の信頼性・安全確保や資源の再
利⽤化を可能とするリサイクル技術の開発等を⾏う。

＜壁⾯設置太陽光発電＞ ＜フィルム基板へ形成したペロブスカ
イト太陽電池モジュール＞

＜⾞載⽤太陽電池モジュール＞

ダイナミックプライシングに基づき、充電するイメージ VPPイメージ

超⾼圧⽔素技術等を活⽤した低コスト⽔素供給インフラ構築に向けた研究開発事業
【30億(30億)】

安全性の確保を前提としつつ、世界に先駆けて燃料電池⾃動⾞や⽔素ステーションの
⾃⽴的普及を実現するため、⽔素ステーションの整備・運営コスト低減を実現するた
めの規制改⾰実施計画に基づく規制⾒直しや低コスト化に資する技術開発を推進する。

需要家側ｴﾈﾙｷﾞｰﾘｿｰｽを活⽤したﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ構築実証事業費補助⾦
【50億(30億)】

卸電⼒市場価格に連動したダイナミックプライシング(時間帯別料⾦)を設定すること
で、電動⾞充電のタイミングを誘導しピークシフトを⾏う実証を⾏い、電動⾞を活⽤
した効率的な電⼒システムの構築を⽬指す。また、需要家側のエネルギーリソース(蓄
電池や電気⾃動⾞(EV)、発電設備、ディマンドリスポンス等)をIoT技術により、遠隔
で統合制御し、あたかも⼀つの発電所(バーチャルパワープラント)のように機能させ、
電⼒の需給バランス調整に活⽤する技術の実証を⾏う。
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カーボンリサイクル・次世代⽕⼒発電の技術開発事業【155億(111億) 】

次世代の⾼効率⽯炭⽕⼒発電技術であるIGFC(⽯炭ガス化燃料電池複合発電)や⾼効率
ガスタービン技術などの⽕⼒発電の⾼効率化に関する技術開発等を実施。また、⽯炭
⽕⼒発電所から回収したCO2をメタン(CH4)やコンクリート、プラスチック、液体燃料
等に転換するカーボンリサイクル技術の低コスト化や低エネルギー化に資する技術開
発を実施する。

カーボンリサイクル技術等を活⽤したバイオジェット燃料⽣産技術開発事業
【45億(27億)】

2030年頃のバイオジェット燃料の商⽤化に向けて、微細藻類培養技術(カーボンリサイ
クル技術の⼀つ)等のバイオジェット燃料⽣産に必要な技術の実証事業を実施する。

既設排水 処理設備

石炭ガス化設備
ガス精製設備

新設排水処理設備

CO2分離回収設備

空気分離設備 複合発電設備

＜IGFC実証事業(広島県)＞

＜カーボンリサイクル技術の例(液体燃料)＞

地域に存在する再⽣可能エネルギー
を活⽤し、平常時は下位系統の潮流
を把握・制御し、災害等による⼤規
模停電時には⾃⽴して電⼒を供給で
きる「地域マイクログリッド」の構
築を⽀援。また、⾃⽴的普及に向け、
先例となる事業モデルの構築を⽀援
する。

地域の系統線を活⽤したエネルギー⾯的利⽤事業費補助⾦【17億(新規)】
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リチウムイオン電池から⾰新型蓄電池への⾶躍

⾰新型蓄電池
(亜鉛空気電池等) エネルギー密度:500Wh/kg

⾰新型蓄電池の⾞載・実⽤化により、EVの航続距離はガソリン⾞並に

航続距離 1000㎞程度

現⾏
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池

2030年頃

航続距離400km

リチウムイオン電池の性能限界を⼤幅
に上回る⾰新型蓄電池によって実現

エネルギー密度:200Wh/kg

⾰新型蓄電池実⽤化のための基盤技術の開発事業【34億円(34億円)】

産学の緊密な連携の下、現⾏のリチウムイオン電池(現⾏LIB)に⽐べ、新原理により性
能を⼤幅に向上させた⾰新型蓄電池の共通基盤技術の研究開発を⾏い、世界に先駆け
た次世代⾞載⽤蓄電池の実⽤化を加速する。

省エネ型電⼦デバイス材料の評価技術の開発事業【27億(23億)】

⾞載⽤全固体リチウム蓄電池等の、今後の市場の急拡⼤が予想される次世代省エネ型
電⼦デバイス⽤の材料評価に必要な評価設備等を整備し、材料メーカーとユーザーが
共通活⽤できる材料評価基盤を世界に先駆けて確⽴する

次世代電動航空機に関する技術開発事業【14億(7億) 】

電気で推進⼒を担う電動航空機市場を獲得するため、電動航空機のコア技術ならびに
電気推進システム技術の開発を⾏う。2030年以降に市場投⼊予定の次世代航空機に必
要な技術を世界に先駆けて実証する。
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 ⽯油・天然ガス・⾦属鉱物の供給源多⾓化に向けた、JOGMECによるリスクマネー供
給の強化やメタンハイドレート等の海洋資源を含む国産資源開発、レアメタル・レア
アース探査等の推進。

 製油所やガソリンスタンド等への災害時に備えた⾃家発電設備の導⼊等を⽀援。
 技術・⼈材等の原⼦⼒産業基盤全体の維持・強化、原⼦⼒⽴地地域の地域振興策を拡充。

⽯油天然ガス⽥の探鉱・資産買収等事業に対する出資⾦【565億(370億) 】

⽯油・天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保に向けて、JOGMECによるリスクマ
ネーの供給を⾏うことにより、我が国企業による⽯油・天然ガスの権益獲得等を推進
し、⾃主開発⽐率を向上させる。

(2)「安全・安⼼」の確保/レジリエンス強化【4,427億(4,343億)】
※下記項⽬には国⼟強靱化対策(臨時・特別の措置)を含む。

＜海外における⽯油・天然ガスの開発イメージ＞

国内⽯油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等事業
【258億(245億)】

エネルギー基本計画等に基づき、我が国のエネルギー安定供給に資する重要なエネル
ギー資源として⽇本周辺海域の⽯油・天然ガスやメタンハイドレートの開発を⽀援。
⽯油・天然ガスについては、⽇本周辺海域において2028年度までに概ね5万km2(年間約
5千km2)の三次元物理探査を実施する。また、⺠間企業による試錐を⽀援。
メタンハイドレートについては、砂層型は、陸上産出試験や資源量把握のための海洋調
査に向けた準備、表層型は、⽣産に係る要素技術開発や海底の状況把握のための海洋調
査等を実施。これらを通じて、⺠間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが2023
〜27年度の間に開始されることを⽬指す。

＜ メタンハイドレートの賦存形態図＞＜三次元物理探査のイメージ図＞ 21



海洋鉱物資源開発に向けた資源量評価・⽣産技術等調査事業委託費
【89億(87億円)】

我が国周辺海域に存在する海底熱⽔鉱床やコバルトリッチクラスト等の海洋鉱物資源開
発に必要な技術の確⽴等を⽬指し、海底熱⽔鉱床については、2017年度に⾏った「採
鉱・揚鉱パイロット試験」で抽出された技術課題や2018年度に実施した経済性評価を含
む総合評価を踏まえ、事業者が参⼊を判断できるレベルの資源量の把握や将来の商業化
システムの確⽴を⾒据えた課題解決の取組を実施する。コバルトリッチクラストについ
ては、海底熱⽔鉱床の開発で培った技術を応⽤しつつ、実海域での採鉱技術に関する調
査を⾏う。また、レアアース泥を含めた海洋鉱物資源に共通する⽣産関連技術の基礎調
査等を⾏う。

＜パイロット試験の概念図＞ ＜コバルトリッチクラストの分布＞

鉱物資源開発の推進のための探査等事業委託費【21億(24億円)】

資源国において地質調査やボーリング調査等の資源探査等を実施し、有望な調査結果
が得られた場合には、資源開発の権利等を我が国企業に引き継ぐことによって、鉱物
資源の供給源の多⾓化を図り、安定供給の確保を実現する。
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⽯油コンビナートの⽣産性向上及び強靱化推進事業費【275億(204億)】

⽯油製品の供給基盤となる製油所の⽴地を国内に確保するため、複数事業者間での連
携等によるコンビナート地域全体での⽣産性向上や、輸出能⼒の強化等の取組に対す
る⽀援を⾏う。また、⼤規模災害時にも出荷機能を⼗分に維持するため、製油所・油
槽所の⾮常⽤⾃家発電設備の整備・増強や、⼤規模災害を想定した油槽所等の強靱性
評価等を踏まえた強靱化対策など「⽯油供給インフラの強靱化」に向けた企業の取組
に対する⽀援を⾏う。

(⾮常⽤⾃家発電設備イメージ)

(強靱化対策のイメージ)

(複数事業者間での連携のイメージ)

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費
【30億(120億) 】

ＳＳ(サービスステーション)の燃料供給拠点としての災害対応能⼒を更に強化するた
め、⾃家発電設備を備え、災害時に地域住⺠の燃料供給拠点となる「住⺠拠点ＳＳ」
の整備、⾃衛隊や⾃治体等と連携した実地訓練等を⽀援する。

①平成30年北海道胆振東部地震の際に
⾃家発電設備を稼働させて給油を続けたSS

②⾃衛隊を交えた⽯油組合と
地元⾃治体の総合防災訓練
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③⽯油組合における災害時対応研修・
実地訓練、パトカーへの緊急給油訓練



災害時に備えた社会的重要インフラへの⾃衛的な燃料備蓄の推進事業費補助⾦
【48億(34億)】

災害・停電時においても、社会的重要インフラの機能を維持するため、⾃家発電設備
や、その稼働を確保するための⾃衛的な燃料備蓄に必要となるＬＰガスタンク・⽯油
タンク等の導⼊を⽀援する。

原⼦⼒産業基盤強化事業【12億(新規)】

原⼦⼒利⽤の安全性・信頼性を⽀えている原⼦⼒産業全体の強化のため、世界トップ
クラスの優れた技術を有するサプライヤーの⽀援、技術開発・再稼働・廃炉などの現
場を担う⼈材の育成等に取り組むことで、原⼦⼒利⽤先進国として我が国が有する⼈
材・技術・産業基盤を維持・強化し、不断の安全性追求と技術⼒向上を可能とする。

エネルギー構造⾼度化・転換理解促進事業【72億(56億)】

原発⽴地地域やその周辺地域において⾏う、再⽣可能エネルギー等を活⽤した地域振
興ビジョンの策定や設備導⼊等の取組への⽀援を通じ、地域におけるエネルギー構造
⾼度化への理解促進を図る。

＜災害対応型ＬＰガスタンクの活⽤例＞

<エネルギー構造⾼度化・転換理解促進事業を活⽤した各市町村の取組例>

＜実習による技能向上＞＜安全性や信頼性に優れた原⼦⼒発電所向け機器の開発＞
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Ⅵ．消費税率引上げに伴う対策(臨時・特別の措置)【2,753億】

 中⼩・⼩規模事業者が⾏うポイント還元等に対する⽀援や、商店街活性化⽀援を実施。

キャッシュレス・消費者還元事業【2,703億】

令和元年10⽉1⽇の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対
応による⽣産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の⼀定期間
に限り、中⼩・⼩規模事業者によるキャッシュレス⼿段を使ったポイント還元を⽀援。

商店街活性化・観光消費創出事業【30億】

地域と連携した魅⼒的な商業・サービス業の環境整備等を⾏い、インバウンドや観光
といった新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を⽀援。

ゲストハウスの整備

(画像出所)MIDOLINO_資料

シェアキッチンの整備 ⽂化の体験イベント
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 エネルギーインフラの整備など、耐震化・強靱化を実施。

⼯業⽤⽔道事業費補助⾦【10億】

今後更に進む施設の⽼朽化や緊急を要する耐震化への適切な対応を促すため、更新・
耐震化の必要性や経営合理化に向けた取組状況等についての評価が⾼い事業に対し⽀
援。

Ⅶ．防災・減災、国⼟強靱化対策(臨時・特別の措置)【340億】

休廃⽌鉱⼭鉱害防⽌等⼯事費補助事業【5億】

地⽅⾃治体が実施する耐震性の強化等が早急に必要な集積場等の強靱化対策⼯事に補
助を⾏い、地震等の災害時における休廃⽌鉱⼭からの鉱害の発⽣を防⽌する。

下流域への流出被害(東⽇本⼤震災) 鉱害防⽌⼯事を実施し、
耐震性等を強化

対策を講じた後の集積場の例

貯⽔池

ダム

取⽔堰

導⽔
ポンプ

取⽔⼝

薬品注⼊設備

着⽔井 沈でん池 送⽔ポンプ沈砂池

管理施設

配⽔池

浄⽔場

配⽔管
取⽔施設

導⽔施設

浄⽔施設

送⽔施設

配⽔施設

導
⽔
管

貯⽔施設

送
⽔
管

対象施設の整備費の⼀部を補助対象施設の整備費の⼀部を補助
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